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医業経営ライフ・コンサルタントＮＥＷＳ
このニュースは、栃木県医師会会員の皆様の福利厚生を目的として発行しています。

◆ 『医業経営セミナー』のご案内

本年度も、医業経営に役立つ情報を提供してまいります。

◆ ライフコンサルタント 通信
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財務経営力を強くする
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財務経営力を強くする（３）
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病医院の経営管理シリーズ

２

病医院の経営管理（３）

税務・会計

医療機関の税金・税制改正
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ご注意ください！
消費税の税率アップに伴う様々な注意点

法律・行政
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・診療報酬改定

４

日々の現金管理が会計業務の基本です

保険・金融

生命保険と税金

５

『生命保険を選ぶ基準（ものさし）について』
～ご家族の生活資金を考える～

人事・接遇

人事・接遇マナー

６

～クレーム、苦情はほとんど無いのに
気づけば患者様が減っている～

医業安全

医療機関における
震災下の業務継続の考え方

７

医療機関における震災下の業務継続の考え方（３）

◆ ドクターのための『セカンドオピニオン
窓口』のご案内
◆ 『生命保険一覧表作成サービス』のご案内
◆

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

病医院経営のセカンドオピニオンとして、
お気軽にご利用ください。
ご存知ですか？ ご自分の生命保険

『よろず相談窓口』のご案内

◆ バックナンバーのご紹介

http://www.jp-tms.com/

本ニュースのバックナンバー（創刊号～前号まで）は、『栃木県医師会・認定医業経営コンサルタント』のホームページで
常時公開しております。会員の皆様のお役に立つように厳選した、その時々の旬な情報が満載です。ぜひご活用ください。

医業経営に関することなら何でもOKの「よろず

◆ よろず相談窓口

相談窓口」。ご好評につき、引き続き開設中です。

経営全般、財務、税務、人事、生命保険、損害

ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１

保険、資産運用、その他…専門の認定コンサルタ

（受付時間 平日 am 9：00 ～ pm 5：00）

ントが親身になって、あらゆるご相談をお受けい
たします。左記までお気軽にお電話ください。

◆ 平成２５年度 医業経営セミナー の ご案内
【お問合先】医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局
ＴＥＬ：０２８－６００－１１７１（直通）

今年度の医業経営セミナーは、医業経営を基礎から学ぶ「医業経営塾」、
お役に立つテーマ満載でお届けする「医業経営勉強会」を開催します。
＊日時・場所等が変更となる場合もございますので、必ず各セミナーの開催案内をご確認の上、
ご参加賜りたくお願い致します。

【医業経営勉強会 】医業経営のお役に立つテーマを取り上げます（定員３０名
地区

回目

タイトル
アベノミクス税制改正の活かし方

第１回

講師

第2回

日時

場所

2013年4月23日（火）
午後7時～午後9時

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

簿記会計で事業を強くする
『財務諸表の見方・考え方』

＊以外 参加費無料）

済

2013年6月18日（火）
午後７時～９時

荻原会計事務所 税理士 荻原 英美

済

『これからの医業経営について』
①融資の受けやすい医療機関と資金繰り
②医療機関の法人化について
③人事労務：人のタイプに合わせた対応術

2013年6月23日（日）
午後1時～4時30分

講師

講師
宇都宮市

第4回

①基本The電話対応実践編
～安心される電話対応のヒケツ～
②女性のためのマネーセミナー
講師

＊
第5回

②株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

『相続セミナー』＊有料セミナー
①相続（遺言と遺産分割について）
②エンディングノートの作り方
③生命保険を活用した相続対策
講師

医業安全とヒューマンエラー
小山市

講師

第１回

講師

済

宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

とちぎ健康の森

028-627-4710

済

2014年2月18日（火）
午後7時～9時

小山グランドホテル

2013年11月19 日(火)
午後7時～9時

栃木グランドホテル

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締役 内田 隆
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ホテルニューイタヤ

宇都宮市駒生町
3337-1

NKSJリスクマネジメント株式会社

facebookセミナー（医療機関での活用方法）
栃木市

済

2013年10月20日（日）
午後1時～4時30分

①関根公認会計士事務所 公認会計士 関根 則次
②荻原会計事務所 税理士 荻原 英美
③株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

第１回

028-627-4710

2013年9月19日（木）
午後2時～4時30分

①有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

とちぎ健康の森
宇都宮市駒生町
3337-1

第3回

①ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣喜弘
取締役担当部長 樋口 和良
②田島会計事務所 税理士 田島 隆雄
③有限会社エファ 代表取締役 菊地 理恵

ホテルニューイタヤ
宇都宮市大通り
2-4-6
028-635-5511

小山市神鳥谷
202
0285-24-5111

栃木市万町
6-11
0282-22-1236

【医業経営塾】
～ 院長先生に、診療に専念していただくために ～
「今のままで本当に大丈夫？」 「誰に相談すればいいかわからない」 「今さら聞けない･･･」
医業経営に焦点を当てた、具体的でわかり易いセミナーです！
定員10名 参加費１８.０００円（全４講分）
場所
地区
回目
タイトル
日時

第１回

・税制改正と医療機関の税金
・税務調査（経費になる？ならない？）
講師

第２回

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

・ｆａｃｅｂｏｏｋセミナー（医療機関で
の活用方法）
・ライフプランとマネー講座
講師

宇都宮市

201３年6月19日（水）
午前１１時～午後１時

201３年7月３日（水）
午前１１時～午後１時

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
代表取締役 内田 隆

・正職員・パート職員の労務対応

済

済

宇都宮東武ホテル
グランデ
宇都宮市本町
５－１２

201３年７月１７日（水）
午前１１時～午後１時

028-627-0111

第３回

講師

第４回

・わかりやすい決算書の見方と資金繰り
・医療法人のメリット・
デメリットと運営方法
講師

地区

回目

第１回

第２回

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘

・ｆａｃｅｂｏｏｋセミナー（医療機関で
の活用方法）
・ライフプランとマネー講座

済

201３年１０月２日（水）
午前１１時～午後１時
ホテル
マリアージュ仙水

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
代表取締役 内田 隆

第３回

場所

201３年９月１８日（水）
午前１１時～午後１時

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士 浅沼 孝男

・正職員・パート職員の労務対応

済

佐野市奈良渕町
316

201３年１０月１６日（水）
午前１１時～午後１時
0283-21-4888

講師

第４回

済

日時

・税制改正と医療機関の税金
・税務調査（経費になる？ならない？）

講師

佐野市

201３年７月３１日（水）
午前１１時～午後１時

タイトル

講師

済

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

浅沼みらい税理士法人 常務取締役 川村 浩

・わかりやすい決算書の見方と資金繰り
・医療法人のメリット・
デメリットと運営方法
講師

201３年１０月３０日（水）
午前１１時～午後１時

ＡＧメディカルマネジメント 常務取締役 川俣 喜弘
-2-

済

済

◆ ライフ・コンサルタント通信
No １ 「財務経営力」を強くする（３）
荻原会計事務所 税理士 荻原英美

１，２０１３/１０月に「エンディングノートの作り方」を講演しました。
２，そこで一般企業向けの「企業継続のロードマップ」を作成しましたので参考にして下さい。
３，３０年で企業が生き残るのが５％です。
４，１００年企業を目指すバトンタッチを皆さんで考えてみるのも目標を造れます。
５，社長とあるのを院長と読み替えて下さい。

企業継続のロードマップ
（社長引退とバトンタッチ）

社長退職の準備
１，自社の株価は今いくらの値段か
２，退職金の原資はあるのか
３，適正退職金はいくらなのか
４，今社長退職して会社継続できるのか
５，後継者は誰か、任せてやっていけるのか
６，相続税はいくらかかるのか
７，退職して生活出来るのか
８，１人会社で悠々自適の夢設計
９，ハードワークよりライフワーク
１０，キャッシュワークよりハートワーク
１１，仕事プロから生きるプロ
１２，後継者湧いてくるものはでない
１３，最適後継者は同族からがみんなが幸せ
１４，会社を承継か、Ｍ＆Ａか

社長の退場はいつか
１，年齢による知力、体力の衰えを感じた時
２，気力萎え、赤字経営の慢性病になった時
３，収益減退、将来の夢描けなくなったとき
４，自分が一番偉いと思い、悪いのは世間、社員、他人のせいにし出したとき
５，同族の後継者が育ち、任せても良いと思えてきたとき
６，社長の後継者見守り期間が５年も無い時
７，顧客、現場より他への関心が高じるようになった時
８，社内幹部社員の輝きが無くなったとき
９，昔は良かったと口に出すようになった時
１０，社内職員に改善成長意見が出なくなったとき。社風にマンネリ病の蔓延
１１，会社体質が世の変化に付いていけないとき
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退場ルール
１，焦った引き継ぎ厳禁
２，何歳までに譲るべきと言う決まり無し
３，引退しないときの結末を予測
４，引退できない理由は何か
５，残りの人生何をするのか
６，正しいことより楽しいことを行うのが人生
７，経営計画より人生計画
８，年取る恐怖より目標なくす恐怖
９，スムーズな相続対策は親子の良い仲
１０，「ほのぼの」親子
１１，親の気持ちは第三者から
１２，子どもが継ぎたい会社にせよ
１３，会社は興すより継ぐのが大変
１４，後継ぎは嫁婿のように扱え

社長譲るチェック表
１，後継者は決定しているか
２，後継者は育成しているか
３，親子関係は「ほのぼの」関係か
４，家の存続にも関心があるか
５，待つことが上手いですか
６，辛くてもそれに感謝出来ますか
７，部下に任せるのが上手い方ですか
８，後継者の経営意識向上に努めているか
９，後継者は何事にも動じない習慣があるか
１０，後継者は変化に対応するのが早いか
１１，後継者の失敗も「失敗も経験の内」と思えますか
１２，後継者に対しておまえが必要なのだと言ってますか
１３，後継者に自信持たせることしていますか
１４，後継者とどんな会社にしたいか話あっているか

親子関係
１，親子関係は意見違って当たり前
２，子どもの個性に光を
３，親子それぞれ相手をたてよ
４，親子で新しい経営理念
５，引継スケジュールは後ろから。社員時代は各部門把握、平取締役時代は対外アピール、専務
取締役時代は経営計画

引継ポイントを教えよ
１，内の会社ほど最新設備を保持している会社は無い
２，内の会社のマネできない技術がある
３，内の顧客リストが財産だ
４，内は自己資本充実が誇り
５，内の人材は自慢である
６，こんなに長い歴史をやってこれた伝統
７，地域一番店の存在

会長の仕事
１，トップセールスマン
２，スーパーサポーター
３，対外活動ネットワーク造りが仕事
４，公正証書遺言の作成
５，株式は全部後継者に集中
６，遺言は次の４つ
（1）,妻を頼む、（２）兄弟仲良く、（３）困ったときは親友＊＊に頼め、
（４）会社の後継者は＊＊ にする
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No ２ 病医院の経営管理（３）
田島会計事務所 税理士 田島 隆雄

今回は、病医院の人事管理について考えてみます。
Ⅰ 人事管理の対象領域
院長先生の診断、診療に係わる補助機能を担当するスタッフの皆さんを対象として人事管理を考えると
次のような領域へのマネジメントが必要となるでしょう。

人としての課題・・・・お客様（患者）から良いスタッフと見られているだろうか。
仕事としての課題・・・個人々の仕事は万全に果たせているだろうか。
院内連携（和）としての課題・・個人の仕事は他の方との連携も良く、院内全体として 機能
しているだろうか。
人事管理
ﾋﾔﾘﾊｯﾄﾐｽ防止の課題・・ヒヤリハット経験は全員の共通情報として確認されているだろうか。
学習の課題・・・・・・自ら進んでスキルアップを図る風土となっているだろうか。
給与･福利厚生の課題・・スタッフに満足されている水準だろうか。
帰属意識の課題・・・・当院で働ける喜びがあるだろうか。
これらの評価と課題改善の有無について検討することになります。

Ⅱ 個別領域の検討課題
（１）人としての課題
人間は潜在意識に基づいて行動するといわれています。これは表面意識に基づくものではなく、過去
体験等により蓄積された意識によるもので、やっかいなややこしい問題となります。さて、ここでの
人は来院された患者さん等に映る人となりの印象と言えるでしょう。従って次のようなことがポイン
トとなるでしょう。
・受け入れの挨拶ははっきり大きな声でできているだろうか。
・服装や髪型などスッキリとし、不安感を与えていないだろうか。
・どのような不安があって来院されたのか。的確な質問ができているだろうか。
・痴呆症など言動面で何かおかしいところがないか、察知できているだろうか。
・長時間待つ場合には、適度なタイミングで対応しているだろうか。
・歩行困難な患者さんに手を添えて誘導しているだろうか。
・不安をやわらげる心配りをしているだろうか。
高齢化時代を向え患者対応についても千差万別のケースが想定されます。ケース別に適切な対応が期
待されます。
（２）仕事としての課題
院内での仕事は受付け、事務処理、看護業務、同補助業務、検査、X線、注射、会計など多岐に亘って
います。先生からの指示や、自己判断に基づく仕事など個人々の担当業務を完全に遂行することが大
前提となります。やるべき担当業務が中途半端という訳にはいきません。
そのためには、知識、認識、経験、注意深さ、心配り、対応力など必要な条件を前もって具備したい
ものです。一定の処理の能力レベルを基準表に明示し、スキルアップ目標として位置付けることも良
いと思います。
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（３）院内連携（和）としての課題
一般的に個人の担当業務が終われば一安心となるものです。しかし、時として全員で他の業務を補助
しながら対応しなければならない場面も考えられます。連携プレーの実践場面がそれに当たります。
常日頃より心がけておきたい想定です。
また、患者さんにとっては院内全業務を通じて医院の品質を評価することになります。あの方の対応
は良かったが、次の方の処置は大変不満が残ったと感じた場合、院内全体の評価が下がってしまいま
す。場合により再診の機会を失うかもしれません。お客様はわがままであると認識してもよいではな
いでしょうか。
（４）ヒヤリハットミス防止の課題
誰でもヒヤリハットミスを人に話さないという性格を帯びています。しかし、このミスが担当者に由
来しないことも考えられます。業務流れの過程で発生してしまうものや、連絡ミスに起因するものな
ど、多くの原因が考えられます。
従って、このようなミスは公表し、全員でミス情報を共有し二度と発生しないような対策が重要にな
ります。例えば、ヒヤリハットミス事例集を作成して防止に努めることも有効なものとなりなす。
（５）学習の課題
医療現場には多くの資格者がおります。それぞれの方々は一定のスキルを備えております。医療技術
の進捗や、環境変化、特に高齢者の増大など、それぞれのスキルと異なったスキルが必要になってく
ると思われます。ここに各スタッフの変化に対応しうる新たなスキルが求められる関係にあります。
医療機関において学習の機会を与えることも大切ですが、自らが進んで研鑚するような院内風土を醸
しだしたいものです。自らのインセンティブの付与も有効かもしれません。
（６）給与･福利厚生の課題
人は給与水準により全ての価値判断をしていないとするデータがあります。
働き甲斐がそれ以外にも起因するという事実です。
また、医療機関により業務の過重の程度も異なりまったく同一の業務だとも断定できません。従って
院内スタッフの公平な業務レベルに合わせた給与水準の達成が重要となります。福利厚生に対しても
各種の経済的利益の供与が考えられますので、ならではの特色あるものにしたいところです。
（７）帰属意識の課題
当院で働けることが楽しいといった愛社精神の存在は大切であります。
この高揚は院長先生の医療方針、役割といった所に見るところが多いものです。
機会ある毎に話し、浸透を図っていきたいところです。

Ⅲ おわりに
医療機関にとって人の問題は大変苦労する局面でもあります。また、院長先生は多忙な毎日であり中々
スタッフとのコミュニケーションを十分に取れないところもあります。
このような状況の中、次のような心掛けを申し上げたいと思います。
１．院長先生には先生の開業動機、医療方針、地域とのかかわり方、将来の展望などスタッフとの
コミュニケーションを図り理解を浸透してもらう。
２．院長先生の奥様には先生の補佐的役割を担っていただく。
３．クリニックの場合、スタッフが１０名弱程度と思われますので５名ぐらいずつ2つに編成し、
それぞれの班で幾つかの委員会を担当してもらい、スタッフ間のコミュニケーションを図ると
同時に、少しずつ委員会を通じて業務をより良い方向へ改善してゆく。
４．先生も含め全員で、時には食事会を行うこともスムーズなコミュニケーション形成に役立つかも
しれません。
益々のご発展をお祈り申し上げます。
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No３ ご注意ください！

消費税の税率アップに伴うさまざまな注意点
浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士

浅沼 孝男

消費税の税率が現行の5％から、平成26年4月1日以降は8％に引き上げられます。その後、平成27年10
月1日以降は10％に引き上げられる予定です。
消費税の税率アップには、いくつかの経過措置がありますので、今回はそちらを中心にご紹介します。

Ⅰ.平成26年4月1日をまたぐ取引
1.原則
消費税の税率の適用日は、原則として「物品の引き渡しを受けた日」や「サービスの提供を受けた日」
です。予約日や契約日、代金の支払日ではありません。
したがって例えば、薬剤や医療材料の注文を平成26年3月中に行い代金を前払いしたとしても、その納
品が4月1日以降であれば8%の適用です。
逆に、納品が3月中になされていれば、請求書の受け取りや代金の支払いが4月以降であっても5%の適
用となります。
また、例えばレストランの予約を平成26年3月中に行い代金を前払いしたとしても、実際の食事が4月
1日以降であれば8%の適用です。
インターネットでの商品の購入においても、下記の「通信販売の特例」を除き同様です。
2.継続的な契約と代金受領
例えば、平成26年3月に向こう一年間分の機器のメンテナンス契約を締結して代金を支払った場合には、
原則であればメンテナンスというサービス提供は4月以降をまたいでいるので、8%税率の部分が出てきま
す。
ただし、契約や慣習で1年間分の代金を前もって支払うこととなっており、メンテナンス業者が受領日
に継続して売上計上を行っている場合には、5%税率でも認められます。
3.建築工事や製造物、ソフトウェアなどの請負契約の特例
請負工事において、平成26年4月1日以降に引渡し
されるものであっても、平成25年9月30日までに契約
H25.10.1 H26.4.1
を締結していれば、5%が適用されます。
契約
引渡し
ただし、この経過措置を受ける場合には、工事業者が
施主に対して、その旨を書面で通知しなければなりません。 ○
○
この経過措置の対象となるものは、「建築工事の請負契
５％
約」や「測量・設計・ソフトウェア開発」、「建物の譲渡
契約」などで一定の要件に該当するものです。
平成25年9月30日まで、契約が締結されていれば、平成26年4月1日までの工事着手の有無や、請負金
額の支払いの有無は関係がありません。
4.資産の賃貸借に関する特例
H25.10.1
H26.4.1
平成25年9月30日までに、不動産など資産の賃貸借に
契約
貸付け
係る契約を締結し、平成26年4月1日前からその後引き
続いて資産の賃貸借を行っている場合においては、その
○
○
契約の賃貸借期間及び賃貸借料が定められていて、変更
５％
ができない契約になっているなど一定の条件に該当すれば、
平成26年4月1日以後の賃貸借料についても、5%が適用されます。
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資産の賃貸借に係る経過措置の適用を受けた事業者は、その相手方に対し、その資産の賃貸借が経過措置
の適用を受けるものであることを書面により通知することとされています。
(リース会社との医療機器や車などのリース契約については、現在は「原則的取扱い」の範囲であり、
リース契約・使用開始が平成26年3月までか4月以降かで、5%又は8%が適用されます。)
5.通信販売に関する特例
通信販売(不特定多数に商品の内容・価格などを提示
し、郵便・電話・インターネットなどで申し込みを受け
販売)については、平成25年9月30日前に提示した内容・
価格で平成26年3月31日までに申し込みを行い、4月1日
以降に購入している場合には、5%が適用されます。

H25.10.1
提示
○

H26.4.1
申し込み
○

購入
○

５％

Ⅱ.「価格の表示」に関して、平成25年10月1日に改正されました
今までは消費者に価格を表示する際には、必ず消費税額を含めた金額を表示しなければならない「総額
表示義務」がありました。
しかし、今後予定される2段階引き上げ時の煩雑化回避の考慮などから、平成25年10月1日より、次の
ような「外税表示」も認められることとなりました。病院内の売店における表示等についてはご注意くだ
さい。
表示例
（今までの総額表示義務の例）
1,080円(税込)
1,080円(うち消費税等80円)
1,080円(税抜1,000円)

（10月1日よりの外税表示の例）
1,000円(税抜)
1,000円(本体価格)
1,000円(＋税)

→

表示例

両方を表示するものの、税抜表示を強調する
1.000円 (税込1.080円)
表示例
店内の個々の値札においては「税抜価格」のみを表示して、消費者からみて店内の目立つ場所に、
当店の価格は全て税抜表示となっています。
レジにて、別途消費税相当額を申し受けます。
などの掲示を行う。
大手の動きをみると、百貨店業界では「税込表示」、チェーンストア業界では、「税抜表示」が基本方
針のようですが、最終的には各企業判断ですので、実際の対応はさまざまになるものと思われます。「税
込表示」と「税抜表示」が混在することになりますので、注意が必要です。
また、社会保険診療が非課税のため消費税を受け取らないにもかかわらず、診療のための設備や薬品に
係る消費税を負担しなければならない、いわゆる「控除対象外消費税」の問題については、診療報酬改定
（調剤報酬改定を含む）にて対応がなされる予定です。
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No ４ 日々の現金管理が会計業務の基本です
㈱AGﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 医療事業部取締役担当部長 樋口 和良

先日、政府の社会保障制度改革国民会議が報告書を取りまとめ、安倍晋三首相に提出しました。その中
の、「医療・介護分野の改革」では、「医療・介護サービスの提供体制改革」の項で具体的な改革の姿を
示しています。その中で、診療所経営の視点から見ますと「医療と介護の連携と地域包括ケアシステムと
いうネットワークの構築」がポイントになります。そして、かかりつけ医機能や在宅医療推進が益々重要
なことになってきます。そのときには、必ず患者負担の窓口現金の動きが多くなります。簡単そうに見え
て一番難しいのが現金管理です。現金管理とは、現金出納帳に出納が記帳され、日々の残高を記入し、か
つ帳簿の残高と実際の現金残高が一致していることをいいます。

現金は3口座程度に分けて管理
現金管理が日々適正に行われ、出納を証する領収書や、患者さんの窓口負担金の書類が整然と整理保管
されているだけでも、その病医院の会計、税務業務の正確さを証明することになるのです。同じ金銭でも、
預金であれば通帳という外部からの取引記録が残り、そこから金銭の流れを追いかけることができます。
しかし現金の場合は、取引をその都度、漏れなく自らが記録していかなければ、現金の増減の原因が突
き止められなくなります。その結果、収入の計上漏れ、現金の着服、横領など、思わぬ形で病医院の経営
に、大きなダメージを与えることにもなりかねません。
通常、医院においての現金管理は「窓口現金」「小口現金」「手元現金（兼両替現金）」の3口座程度で
行うことをお奨めします。

１．窓口現金
この口座は、患者さんが窓口で支払う負担金を管理するものです。
この口座では経費の支払は一切行わず、全額を銀行口座に預け入れるようにします。
日々の収入は「社保」「国保」「後期高齢者」「自費」「その他」など、各医療機関の実情に合った収
入の種類別に分けて記録しておくと後々収入の分析をするときに役立つと思います。最近は、領収金額
の明細書を発行する為、レジペーパーを出さずにレセコンの日計表だけで、患者さんからの窓口負担金
を管理している医療機関も増えてきています。
注意点としては、窓口現金の管理者はレジペーパーやレセコンの日計表に記載されている金額と実際の
領収金額に差異がないかを毎日確認します。
差異が生じたときには、原因を明確にし、記録して責任者に報告します。また、保険証を持たずに来院
された患者さんの診療費の取扱、レセコンの入力の仕方等については、院内で統一した取り決めをして
おきましょう。
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２．小口現金
この口座は、院内の消耗品の購入や少額の支払の際に使う現金を取り扱います。一般的には、ある一定
の金額（2万円前後）を小口の経費の支出用として受付に預けておき、一定期間経過後（通常は月初）、
支払額と同額を補充していく方法で管理をします。この口座の注意点としては以下のような点を確認し
てください。
・補充以外の一切の入金（窓口負担金や自動販売機収入等）をしていないか。
・規定以外の使途、規定金額を超えた支出がないか。
・支出に伴う領収書は日付順に領収書綴りに貼付されているか。

３．手元現金（兼両替用）
この口座は、「小口現金」以外の日常的な現金支出や窓口現金の両替用や小口現金への補充用に使用し
ます。例えば、5万円以上の支払は振込みにして、これ以外はこの口座より支払を行うことにします。
また、この現金は医療法人、個人診療所にかかわらず事業用のものですので、経費にならない個人的な
費用には使用しないほうが良いでしょう。止むを得ずそのような支出をした場合には、立替金や仮払金
としておいて、後日速やかに精算をするようにしてください。
「経費にしなければ問題はないのでは？」と思う方もいるでしょう。確かに、税務的には問題はありませ
んが、現金管理や帳簿は税務申告のためではなく、経営者が自院の正確な財務状況を把握し、これからの
経営に役立てる資料の決算書になるものです。その基になる帳簿です。正確な情報が必要になります。

現金管理をきちんと行うことは、正確な会計業務の第一歩であり、経営基盤のしっかりした病医院づくり
のファーストステップといえます。
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No ５ 『生命保険を選ぶ基準（ものさし）について』

～ご家族の生活資金を考える～
㈱ ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 宇都宮支店長 添田 守

前回は先生方の必要保障額を考える上で重要なファクターのひとつ「教育資金」について解説させて
いただきました。今回は先生に万一あった場合の『ご家族の生活資金』について考えてみたいと思います。

◆公的年金制度からの遺族年金はいくら受け取れるのでしょうか？
○遺族基礎年金

子のある配偶者が
受給するとき

基本の年金額
792,100円

子１人目加算額
227,900円

子2人目加算額
227,900円

＊子とは18歳未満

3人目
子の加算額
75,900円

２人の子(18歳未満)を持つ配偶者が受給する場合の年金額 ⇒ 1,247,900円
一時金のみ
12万円～３２万円

18歳未満の子のない
配偶者が受給するとき

勤務医の先生、医療法人化されている先生は上記「遺族基礎年金」に加えて加入期間に応じた「遺族厚生
年金」を受け取ることができます。
（遺族基礎年金＋遺族厚生年金＝妻と子供2人の場合、概ね月額15万円程度）
このように公的な遺族年金、特に個人立ての開業医の先生の場合の遺族年金は少額であり自助努力による
準備が必要です。

◆それでは、もし先生に万一あった場合、ご家族が現在の生活を維持するためにはどのような種
類の保険があれば安心なのでしょうか？
下図のとおり「貯蓄は三角」、「保険は四角」と言われます。「貯蓄」は途中万一あった場合それまで積
み立てた分が残るだけですが「保険」は加入と同時に決められた保障が確保できるという意味です。

【貯蓄】

貯
蓄
額

【保険】

積立期間

保
障
額

保険期間

ところで遺されたご家族の生活資金を考える場合、保障の形は上記のように｢四角｣でいいのでしょうか？

例）○○先生 現在の年齢 ：45歳
リタイア予定年齢
：70歳
遺されたご家族の月額生活費
：70万円

必要保障額は？
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・現時点での必要保障額
70万円×12ヶ月×25年（70歳-45歳）
＝2億1,000万円
・10年後の必要保障額
70万円×12ヶ月×15年（70歳-55歳）
＝1億2,600万円

このように万一の場合の先生の失われた所得、ご家族の生活資金を確保するという観点で考えると、一般
に「必要保障額」は徐々に逓減していくことがわかります。

保
障
額

年々逓減する必要保障額に沿った保険設計ができれば
割安な保険料で合理的な保障が得られます。
【必要保障額】

保険期間
具体的に民間保険会社で発売されている「遺族年金」として受け取れる保険をご紹介します。
ご家族の生活資金を確保するための保険は保険会社によって名称が異なりますが、「収入保障保険」「家
族収入保険」「家計保障保険」などと呼ばれています。

●ご契約例／４５歳男性（７０歳満了）
保証期間２年 基本年金月額：７０万円

無解約返戻金型収入保障保険

例1：万が一ご契約直後に亡くなられた場合
遺族年金受取総額 2億1,000万円
毎月70万円×３００回（12か月×25年）
例2：ご契約１０年後に亡くなられた場合
遺族年金受取総額 1億2,600万円
毎月70万円×１８０回（12か月×15年）

遺族年金
または
高度障害年金

年金受取期間が2年未満の場合には
2年分(24回分)の最低保証があります

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

毎月
７０

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

保険期間・保険料払込期間
70歳満了▲

▲45歳ご契約
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No ６ ～クレーム、苦情はほとんど無いのに

気づけば患者様が減っている～
（有）エファ 代表取締役 菊地 理恵

◎人が不満を感じた時、その何割くらいがクレーム（苦情）として表に出てくると思いますか？
例えば、何か食べようと入ったスパゲッティー屋さんで出てきた商品が美味しくなかった時、店員や
店の責任者をすぐさま呼んで“美味しくない！！”と苦情を言われますか？大多数の人は“もうこの
次は来ない！！”と思うだけでしょう。ましてや、タウン情報誌などに載っている“美味しいお店”
などにわざわざ食べに行き、美味しくなかった時などはどうでしょう。期待が大きかった分、不満は
前例より大きくなるでしょう。
しかしながら、これも、大多数の人は店の人に苦情を言うことなく、“もう来ない！！”と心で思っ
て帰るだけです。そして、知り合いなどにいかに嫌だったかを大袈裟に広めることは言うまでもあり
ません。

このように不満があっても患者様（お客様）が直接申し出てくるという事はごくごく稀なケースといえ
ます。したがって、私たちの対応を受けて、何も言わずに患者様が帰っているからといって、“クレーム
が無い”というのは大きな間違いです。
ある調査では不満をもったお客様のうち申し出るのは約４％、残りの９６％は黙ったまま。そのうち９
１％は２度と来なくなり、残り９％の方々は“行くところがない！！仕方ない！！”といった理由で利用
し続けている。

たとえば、１ヶ月に１００人の患者様が不満を持った場合・・・
① クレームを申し出る人
４名
② クレームを言わず離れていく人
８７名
③ 仕方なく来院する人
９名

不満を持った方１００名のうち８７名が音も無く消えていき、９名はその予備軍といえるでしょう。信
頼を築くまでは長い年月がかかりますが、信頼を失うのはたった一瞬の出来事で左右されてしまうという
事です。
気づいた時には、“なんか新患さんが減ったよね”など、もうすでに遅いくらいといっても過言ではあり
ません。
日々の挨拶、日々の言葉遣い、患者様のみならず業者の方や上司・同僚の方々に対しての対応をいま一度
振り返ることも必要です。
※次回は、相手に映る対応法をお伝えします。
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No ７医療機関における震災下の業務継続の考え方（３）
ハード面（通信・情報システム）・ソフト面の対策
損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社
医療RM事業部 上席コンサルタント 寺田暁史

リスクマネジメントの観点から、震災時おける医療機関の初動対応、ならびに業務の継続、或いは復旧・再開
を迅速に行うための対策はどのようにあるべきかを、震災を経験した医療機関へのヒアリング調査の結果を踏ま
え、計4回に分けてお伝えいたします

１．ハード面の対策（通信・情報システム）の観点から
ハード面の対策は、全般に一定規模の投資が必要になるため、優先順位をつけて実施していくことが重
要です。ここでは、前回紙面の関係上触れられなかった通信・情報システムの観点について補足します。
（１）情報システムの保全・データのバックアップ
停電からシステムを保護するためには、サーバーをはじめとする医療情報システムの各種装置が無停電電源装
置（UPS）や非常用電源（自家用発電機）につながっていることが望ましいといえます。揺れに対しては、転
倒しないようサーバーを固定したり、免震台のうえに置いたりなどの対策が必要ですが、電子カルテ等のバック
アップデータを外部のデータセンターに保管することも検討のひとつです。
（２）通信手段の確保
被災状況を把握し、迅速で的確な判断を行うために通信手段の確保は欠かせません。災害に備えて通信手段を
多重化しておくことが必要です。固定・携帯電話に加えて、MCA無線など他の通信手段の導入を検討するケー
スもあります。ヒアリングでは、被災地医療機関では固定電話・携帯電話以外の通信手段の必要性を痛感した様
子が伺えました。

２．ソフト面の対策例について
ソフト面の対策は、ハード面に比べ、安い費用で実行可能なことが多いといえます。まずルールを取り
決め、できる限り分かり易く文書化します。そのうえで最も重要なことは、実際に非常時に行動できるよ
う、訓練を通じてルールや対処手順をスタッフ（職員）に周知徹底することです。訓練で実態と合わない
部分が分かればマニュアルを修正することで、使い易いマニュアルになります。また、訓練により基本的
な考え方や動作が身についていれば、実際の被害状況が想定と異なっても適宜応用し、対処することが可
能となります。

（１）夜間・休日時を含む対応
地震は平日の日中に起こるとは限りません。夜間・休日に発生した場合に、職員がどのような基準で出勤するの
かを事前に決めておく必要があります。また業務の復旧・継続を考える際に、実際にどの程度の人数の職員が出
勤可能であるかを事前に調べておくことが重要です。

【ヒアリングより抜粋】
・これまで実際に何人が徒歩で出勤できるかは確認していなかった。
・（外来を開けられるかに関係するので）翌日スタッフが何人ぐらい出勤できるのかの確認に全力を挙げた。
（２）安否確認・避難誘導
安否確認は職員・患者のいずれに対しても実施します。患者は、直接院内を巡回して安否確認を実施すること
になりますが、職員については、固定・携帯電話が不通になった場合の確認方法（公衆電話、安否確認システム
等）も可能な限り多く用意しておくと良いです。
避難誘導は、地震のほか火災が発生した場合の対応が中心となりますが、エレベーター・屋内階段ともに使え
ないことも想定し、非常階段の位置も確認する必要があります。また重症患者や新生児等歩けない者がいること
も考慮に入れておきます。

【ヒアリングより抜粋】
・職員の安否確認は電話で行ったが、全然つながらなかった。院内に何本かある公衆電話を使ったらつなが
った。今後、携帯メールを使った安否確認システムを入れる検討をしている。
最終回となる次回の連載では、院外である外部との連携について、触れていきます。
【お問い合わせ先】 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント（株）医療リスクマネジメント事業部
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TEL：03-3349-3501

◆ 「生命保険 一覧表 作成サービス」のご案内
保険常識 の 嘘 と 本当！
医業経営ライフ・コンサルタントが中立的な立場でお教えします。
★ 「ご自分の生命保険」について、ご存知ですか？
たとえば生命保険の場合、入院されたり、万が一の時には、自ら請求しない限り保険金は
支払われません。ところが、多くの先生方が何種類もの保険に加入されていますので、「い
ざ」というときにご家族の方は、どこでどのような保険に入っているのかわからず、ご苦労
されることにも・・・

★ 生命保険の「点検時期」について考えたことはありますか？
生命保険は加入することが目的ではなく、あくまで「問題解決の手段」です。ですから、
解決すべき問題に変化が生じたとき（守るべきものが変化するとき）が、「点検時期」と
いえます。 たとえば、お子様がお生まれになったとき、お子様が大学を卒業されたとき、
開業資金の借り入れをしたとき、医療法人設立のとき、事業継承・後継者が定まったとき
などが、主な「点検時期」です。

★ ご加入の生命保険を一覧表にすることで・・・
・
・
・
・
・

被保険者別、証券別にすべての項目が整理できます。
保険の有効期間、支払期間が一目瞭然となります。
保障額の合計、支払額の合計が明確になります。
損金処理額、貯蓄額も明確になります。
入院保険がどこに、いくら付加されているか、わかります。

★ 専門知識をもったライフ・コンサルタントがお手伝いします！
生命保険は 「生活習慣病」 にもたとえられますが、取り返しのつかない症状になる前に、
一覧表を作成することで保険の健康診断になります。 また、保険の一覧表作成には専門的

な知識が必要です。栃木県医師会の医業経営ライフ・コンサルタントが、中立的な立場で
お手伝いさせていただきます。 これまでに、多くの先生方の一覧表を作成してきましたが、
保険の全体像を俯瞰することで、最適な保障額を設定し保険料の無駄を改善したり、間違っ
た経理処理を修正することができたりと、たいへん喜んでいただいているサービスです。

別添の「生命保険一覧表作成サービス申込書」に必要事項をご記入の上、
お電話 または ＦＡＸ にてお申し込み下さい。
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栃木県医師会・認定 医業経営
ライフ・コンサルタントグループ

ドクターのための
『セカンドオピニオン窓口』のご案内
～経営・税務・保険・資産運用の無料個別相談サービス～
拝啓

会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、病医院を経営されていくうえで、経営・税務・保険等に関して「本音で聞いてみたいことがあるんだけ
ど・・・」と思われている先生、配偶者も多いのではないでしょうか。
そこで経営豊富な当グループメンバーの専門家から「セカンドオピニオン」としてアドバイスを受けていた
だくべく「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」を毎月1回開催することにいたしました。

「赤字でないのに、どうしてお金のことで悩まされるの？」
「医療法人のメリットって本当に活かせてるの？」
「投資信託や年金・銀行・証券・保険会社から勧められるままでいいの？」
など、日頃の疑問を解決して下さい。
あくまでもセカンドオピニオンですので、先生方の顧問税理士には聞きにくいことや第三者の専門家に確認
したいことなどをお持ちよりの上、お気軽にご利用ください。
敬具

コンサルタントと相談会日時

ご相談いただきました内容等につきましては守秘義務を厳守致します。
また全員、医師会認定医業経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰですのでご安心ください。

コンサルタント

荻原会計事務所 税理士
セカンド
オピニオン窓口

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

会場

日時

荻原英美
添田守

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士
浅沼孝男
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 小野博史

荻原会計事務所
住所：宇都宮市滝谷町10-1
TEL：028-634-6776

浅沼みらい税理士法人
住所：足利市本城2-1901-8
TEL：0284-41-1365

11月２０日（水）１０時～１２時

11月２０日（水）１０時～１２時

12月１８日（水）１０時～１２時

12月１８日（水）１０時～１２時

1月１５日（水）１０時～１２時

1月１５日（水）１０時～１２時

２月１９日（水）１０時～１２時

２月１９日（水）１０時～１２時

３月１９日（水）１０時～１２時

３月１９日（水）１０時～１２時

※予約制となりますので、開催日１０日前までにお申込下さい。

「セカンドオピニオン窓口申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み
お願いします。お申し込み多数の場合には先着順とさせていただき、事務局より確定結果
（日時・会場の詳細と当日ご持参いただきたい資料等）をご連絡させていただきます。

【お問合せ先】

セカンドオピニオン窓口
〒320-8503

ＴＥＬ

担当：三沼

栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１

０２８－６00－1171（直通）
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ＦＡＸ

０２８－６２４－５９８８

医業経営ライフ・コンサルタントグループ

◆ 『よろず相談窓口』のご案内
栃木県医師会が認定した公認会計士、税理士、プランナー等の専門家が業務を
提供しております。医業経営でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
相談につきましては無料で行っております。

よろず相談窓口
医業経営ライフ・コンサルタントグループ事務局
電話 ０２８－６００－１１７１
＜税務・会計業務＞
医療機関を多数顧問している公認会計士、税理士が会計帳簿の作成、確定申告、節税対策
などを始めとして、医業経営をサポートいたします。

＜職員研修業務＞
接遇研修で医療機関の雰囲気が大きく変わった事例が多数あります。専門家による的確な
職員指導で接遇向上をサポートいたします。

＜医療法人申請業務＞
医療法人の設立は一般法人と異なり専門性が求められています。平成１９年４月には医療
法が改正され設立可否の判断基準にも難しさが増してきます。このような環境下、医療分
野の実務経験の豊富な公認会計士・税理士が医療法人設立をサポートいたします。

＜リスクコンサルタント業務＞
生命保険・損害保険は、環境の変化（医業収益の変化、ライフスタイルの変化）に対応で
きるように定期的にチェックする必要があります。医療法人として保険の機能を最大限に
活用するために、また、個人で効率的に保険に加入するために、保険・税務の知識が高く、
実績・実務経験が豊富なプランナーが皆様を支援いたします。

＜病院機能評価取得支援業務＞
平成１９年10月現在、全国２３９９病院が認定されています。特に難しい基準が求められ
ているのではなく、本来行われなければならないことが確実に実践されているかどうかの
検証結果に対して認定がなされます。
病院機能評価を取得するだけでなく、取得申請を通じて病院の改善にお役立ちいただくシ
ステムの構築を実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。
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＜ＩＳＯ９００１取得支援業務＞
医療機関の業務品質の統一を図るとともに、医療機関の現場で活用できるシステムを作ら
ない限り、生きたシステムとして定着しません。
また、病院機能評価とダブルで取得することで、目標時期を定めた改善を日々の業務の中
で実践できるシステムを、実績豊富なコンサルタントが構築支援いたします。

＜Ｐマーク取得支援業務＞
個人情報保護法施行に伴い、医療機関のより厳格な個人情報の保護が求められています。

医療機関ではＰマーク取得事例はまだ少ないのですが、重要な情報を使用しているだけに
情報漏れが発生すると重篤な事態を招きますので、事前の備えが必要です。危機管理体制
の構築を実務経験豊かなコンサルタントが支援いたします。

＜開業支援業務＞
開業に伴う事業計画策定・資金計画策定と金融機関との交渉の支援などを医療機関に特化
している公認会計士・税理士が支援いたします。

栃木県医師会・認定『医業経営ライフコンサルタントグループ』
の活動理念
１．中立の立場で、常に顧客利益を優先する。
２．プライバシー保護の立場から顧客情報は秘密・厳守する。
３．実務・保険・税務並びに関連した知識の習得に努め、顧客に最高水準の情報・知識を
提供して、最善の助言をする。
４．職業的、技術的能力を最大限に発揮し、最高の成績を獲得する。
５．法令・業法の規定をすべて厳守する。
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栃木県医師会・認定医業経営ライフ・コンサルタントグループ
このグループは、栃木県医師会が認定した専門家集団で構成されています。
私たちは、医業経営コンサルタントを始め、税務対策、相続税対策、医療法人化、リスク対策、
従業員教育、セミナー開催、開業支援など幅広く活躍しています。
医業経営コンサルタントとは･･････
（社）日本医業経営コンサルタント協会の認定をうけ、医業経営の良きアドバイザーとして、その効率化・安定化の実
現を図り、患者さんはもとより、医療に係るすべての人々が安らぎを感じるよう、経営体制作りのお手伝いをしております。

ＭＤＲＴとは･･････
Million Dollar Round Table (MDRT) は世界86の国と地域から約39,000人（2008年6月現在）の会員を有する、卓越
した生命保険と金融サービスの専門家による組織です。世界中の生命保険営業職のトップクラスのメンバーで構成され、
そのメンバーは卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。ビジネスと
地域社会のリーダーとして、生命保険と金融サービスの専門家として世界中で認知されています。

荻原会計事務所

税理士
〈医業経営コンサルタント〉

荻原 英美

宇都宮市滝谷町10-1 TEL028-634-6776

浅沼みらい税理士法人

代表社員税理士

浅沼 孝男

足利市本城2-1901-8 TEL0284-41-1365

田島会計事務所

税理士
〈医業経営コンサルタント〉

田島 隆雄

鹿沼市上野町297-1 TEL0289-63-5858

関根公認会計士事務所

公認会計士

関根 則次

宇都宮市塙田4-1-20 舛屋第一ビル4F
TEL028-627-3667

ＲＭＬ 株式会社

代表取締役〈ＭＤＲＴ〉

清水 英孝

東京都品川区東品川2-2-20（天王洲郵船ビル14F）
TEL03-5782-8521

代表取締役

中澤 宏紀

株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

株式会社 MMS
株式会社 ｴｲｼﾞｰ･
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

首都圏第一本部長〈ＭＤＲＴ〉

小野 博史

宇都宮支店長〈ＭＤＲＴ〉

添田

代表取締役
〈医業経営コンサルタント〉

佐久間賢一

医療事業部常務取締役
〈医業経営コンサルタント〉

川俣 喜弘

医療事業部取締役担当部長

樋口 和良

〈医業経営コンサルタント〉

ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険
株式会社
ﾓﾝﾌﾟﾚｼﾞ-ﾙ株式会社
有限会社 ｴﾌｧ
有限会社 ﾃｨｰｴﾑｴｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

守

東京都品川区東品川2-2-20（天王洲郵船ビル14F）
TEL03-5782-8521

宇都宮市馬場通り2-1-1（宇都宮ＮＦビル9F）
TEL028-610-1085
神奈川県横浜市西区高島2-19-12（横浜ｽｶｲﾋﾞﾙ20階）
TEL045-478-3566

足利市本城2-1901-10 TEL0284-41-1365

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ
〈MDRT〉

清水 隆志

横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ18F）
TEL045-228-6020

代表取締役

安川

東京都渋谷区神宮前3-32-6 DUO表参道101
TEL03-5413-6577

代表取締役

菊地 理恵

統括マネージャー
社会保険労務士

佐藤 智子

取締役
〈医業経営コンサルタント〉

田村 康夫

聡

宇都宮市滝谷町18-7 TEL028-639-1020

宇都宮市仲町3-16-409 TEL028-627-2336

栃木県医師会・認定 医業経営ライフ・コンサルタント事務局
宇都宮市駒生町3337-1

TEL028-600-1171

１
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アンケートご協力のお願い

医業経営ライフコンサルタントグループの活動（医業経営セミナー・ニュース等）の中に、
皆様からの貴重なご意見・ご要望をできる限り反映させていきたいと考えております。
今後取組んで欲しいものなどございましたら、お気軽にお寄せ頂きますようお願い申し上げます。
◆コンサルタントＮＥＷＳについての
ご意見をお聞かせください。

◆本号の中で、特に興味をもってお読みいただいた記事は
どれですか？○表示をお願いします。＜複数回答可＞

（

）役にたつ

No

タイトル

（

）目を通すが役にはたたない

１

財務経営力を強くする（３）

（

）読んでいない

２

病医院の経営管理（３）

（

）その他
３

ご注意ください！
消費税の税率アップに伴う様々な注意点

４

日々の現金管理が会計業務の基本です

５

『生命保険を選ぶ基準（ものさし）について』
～ご家族の生活資金を考える～

６

～クレーム、苦情はほとんど無いのに
気づけば患者様が減っている～

７

医療機関における
震災下の業務継続の考え方（３）

◆今後、コンサルタントＮＥＷＳの中で
取り上げてほしいテーマはございますか？

◆医業経営セミナーに対してのご意見、または、ご要望等がございましたら、ご記入をお願いします。

※アンケートのご記入ありがとうございました。ご記入いただきました内容は、上記サービスのご提供、および今後の
当グループ活動の参考とさせていただくことを目的としたものであり、それ以外の用途では使用いたしません。

２

「生命保険一覧表作成サービス」を申込みます。
ＦＡＸ または お電話 にて お申込みください。

貴医院名：

よろず相談窓口

ご担当者：

FAX ０２８－６２４－５９８８
（TEL 028-600-1171 直通）
担当：三沼

電話番号：

「セカンドオピニオン窓口（無料相談会）」
申込書
ご希望のコンサルタントの相談日時に○印をご記入いただき
ＦＡＸまたはお電話にてお申込みください。
セカンドオピニオン窓口
担当（三沼）

ＦＡＸ ０２８－６２４－５９８８
（ＴＥＬ 028-600-1171 直通）
11月２０日（水）

１０時～１２時

12月１８日（水）

１０時～１２時

荻原会計事務所 税理士 荻原英美

1月１５日（水）

１０時～１２時

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

2月１９日（水）

１０時～１２時

3月１９日（水）

１０時～１２時

11月２０日（水）

１０時～１２時

【宇都宮市】
添田

守

【足利市】

12月１８日（水）

１０時～１２時

浅沼みらい税理士法人 代表社員税理士
浅沼孝男

1月１５日（水）

１０時～１２時

㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

2月１９日（水）

１０時～１２時

3月１９日（水）

１０時～１２時

小野博史

ご要望事項等あれば、ご記入ください。

医療機関名：
氏名：

（役職

）

氏名：

（役職

） 参加予定人数

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

名

